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《はじめに》
反グローバリズムのうねりが世界を覆っています。米国のトランプ政権がなぜ誕生したのか、その背後に
ある格差問題について説明します。また、その結果、ＴＰＰは漂流しつつありますが、そもそもＴＰＰとは、ど
のようなものなのでしょうか。ＴＰＰの意義と問題について解説しつつ、反グローバリズムのうねりの中で、今
後、日本の進むべき進路を考えます。
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《講義のあらすじ》

れぞれが１００％となる。弓形の深い角度になれば

１．反グローバリズムのうねり

なる程、不平等という事になります。

(1)日本の格差の現状はどうなっているのか？

ジニ係数

日本の１世帯当たりの平均所得額は、この２０年

１００

ずっと下がってきています。賃金が上がっていない

所
得
累
積
比

こともありますが、１世帯当たりの人数減も関係して
いるのではないかと思います。まず、このデータを
確認した上で格差の話に入っていきたいと思いま
す。

０

世帯年収階層別比率

１００
横

１

0
この「ローレンツ曲線」と４５度線で囲まれた斜線
の面積が、４５度線の下の三角形に占める割合が
「ジニ係数」です。「ジニ係数」は社会全体の不平
等を表す代表的な指数で、１に近いほど不平等で
あり、０に近いほど平等と考えられます。
日本の「ジニ係数」で測定した不平等度は徐々
に上昇しています。但し、税金を取って補助金を
出すなど、何らかの形でサポートする事を含めた
所得の再分配政策は、１９８０年代以降、旨くはた

（出所）総務省

世帯年収を階層別の比率で見ると、年収３００万

らき、ある程度不平等を是正していると言えます。

円～４００万円位の所が大きいことが分かります。

★日本の年功賃金

格差を調べる指標としては、「ジニ係数」がよく用い

年齢階層別平均所得額

られます。「ジニ係数」とは何か、説明をする前に、
下図の「ローレンツ曲線」を見てみましょう。これは
社会を構成する所得シェアを、所得の低い順に積
み上げていくことで描かれる曲線です。もし、全世
帯の所得が等しく分布しているならば「ローレンツ
曲線」は、４５度線になります。しかし実際は、所得
分布が完全に均等ではないので、下の図のように
弓形に描かれます。
ローレンツ曲線
100

（出所）賃金推進基本統計調査

所
得
累
積
比

年齢階層別平均所得額の図を見ると、大体若い
ときは少なく、５０～５９歳頃まで徐々に上がってい

（％）

て、６０歳頃から下がっていく形になっています。日
本は年功序列賃金で、長く勤めると賃金が生産性
0

100

を上回り、最後に退職金をもらう形になっていま

世帯数累積比（％）

横軸は世帯数を積み上げ、縦軸は所得の数の

す。

積み上げです。それぞれを積み上げていくと、そ

それでは、日本の格差が広がっているとしたら、
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どういう要因なのでしょうか。内閣府の実証分析で

（２）グローバル化が格差拡大の要因か否か

は、格差を、高齢化の影響、異なる年齢階層間の

要素価格均等化定理が成立するならば、先進

格差、同一年齢間の格差の３つの要因に分けて推

国では熟練労働者の賃金が上昇し、非熟練労働

計したところ、同一年齢については、むしろ、格差

者の賃金が低下します。一方で、新興国や途上国

が縮まっていて、高齢化の影響が大きいとの結果

では、熟練労働者の賃金が低下し、非熟練労働者

が報告されています。

の賃金が上昇して、所得格差が縮小することになり

★格差は、グローバル化が関係しているのか、に

ます。しかし、現実には、先進国で格差が拡大する

ついて違った視点から考えてみたい

のみならず、新興国や途上国でも格差が拡大して
います。実証的には、グローバル化が格差拡大の

賃金格差の国際比較

主たる要因ではなさそうです。それでは真の要因
は何でしょうか？
もしグローバル化のみが格差拡大の原因だった
としたら、非熟練労働者に対する熟練労働者の相
対的な賃金の上昇に伴って、熟練労働者に対す
る相対的な需要は減るはずです。一方で、単にグ
ローバル化だけではなくて、沢山技術を必要とす
るような技術進歩が生じた場合は、熟練労働者の
相対的な賃金が上昇しても、熟練労働者に対する

（出所）OECD

比較的賃金の高い層の人と低い層の人との差

相対的な需要は増加する可能性があります。現実

（倍）がどれ位あるかをみた図です。米国や英国は

には、日本のみならず他の国でも、熟練労働者と

大きく、また韓国もそうです。日本は、低い層と比

非熟練労働者の間の賃金格差が拡大する一方、

べると２．５倍位になっていますが、他国と比べて

労働者全体に占める熟練労働者の比率が上がっ

相対的に見ると、賃金格差は、それ程大きくないの

ています。このことから、所得格差の主たる要因は、

が現状です。

技能偏向的な技術進歩であり、グローバル化は格

★貿易の生産要素の価格へ与える影響

差拡大の一部でしかないと言えるでしょう。

貿易において、モノを造る要素が沢山ある国は、

（３）なぜ、反グローバル化のうねりが生じているの

そのモノの生産に強みを持ちます。その結果、生

か？

産要素を沢山用いるモノを取引するという事は、そ

１つには、人々が所得格差拡大の原因を正確に

の生産要素を取引することと同様の効果を持ちま

理解していないからではないか、という考え方があ

す。結果として、貿易を通じて要素価格の格差が

ります。所得格差拡大の要因としは、グローバル化

縮小する、というのが「要素価格均等化定理」です。

ではなく技術進歩が大きいのです。

例えば、農地が豊富なブラジルは農地の地代が安

しかし、それだけではありません。近年、グロー

いので、安い農産物生産が可能となり、比較優位

バル化が急速に進展するとともに、ＩＴの発達で

を持ちます。その結果、日本はブラジルから安い

色々なデータが手に入る様になり、今まで分からな

農産物を輸入します。そうすると、当然国内の生産

かったことが分かるようになってきました。例えば、

高が減少し、農地の地代が低下します。一方ブラ

地域や産業などの情報を含むミクロデ―タを分析、

ジルは生産が増加し、農地の価格（地代）が上がり

整理することが可能となり、グローバル化が特定の

ます。国際的に見たとき、両方の地代の格差が縮

地域や産業に与える影響を分析することも可能に

まるというのが要素価格均等化定理の考え方で

なりました。その結果、例えば、米国の労働者につ

す。

いては、中国からの輸入と競合するような産業が集
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まっている地域では、長期間みても失業率の上昇

て、職業能力の体系化を図ることも必要でしょう。さ

や、賃金の低下が解消されないことが分かってきま

らに、もし、生産性の高い一部企業のみがグロー

した。中国のＷＴＯ加盟後、中国からの輸入によっ

バル化の恩恵を受けているのであれば、グローバ

て、米国の製造業の雇用が５６万人失われ、間接

ル化のハードルを下げ、多くの企業がグローバル

効果も含むと２００万～２４０万人に上るとの実証結

化の恩恵を受けられるようにすることも有効でしょ

果が報告されています。

う。

★同一の特性を持つ労働者の所得格差

２．日本を取り巻くグローバル経済の潮流

また、実証研究の進展によって、１９８０年以降、

日本を取り巻くグローバル経済の流れとして、Ｗ

所得格差の多くが異なる産業間、異なる特性を持

ＴＯ（世界貿易機関）におけるラウンド交渉の停滞

つ労働者の間ではなく、同一産業内、類似の特性

と、ＩＣＴ（情報通信技術）の発達による「２１世紀型

を持つ労働者間で拡大していることが分かってき

貿易」の拡大という２つの事をお話しします。

ました。特に、輸出を選択する生産性の高い少数

★１９４７年にＧＡＴＴ（関税及び貿易に関する一般

の企業の労働者の賃金は、多くの国内企業の労

協定）が出来る

働者の賃金よりも高いことが確認されています。日

日本は１９５５年にＧＡＴＴに加盟しました。これ

本でも、同じ大学院・大卒の労働者であっても、そ

が日本の貿易自由化に非常に大きな役割を果た

の人が大企業に勤めている大卒以上の労働者の

しました。又、１９９５年にＷＴＯ（世界貿易機関）が

賃金と中小企業に勤めている大卒以上の労働者

でき、これが世界の貿易体制を支えています。ＷＴ

の賃金の格差が拡大しています。

Ｏでは意思決定は一括受諾方式の全会一致で決

★グローバル化に伴う格差拡大の是正策

定しています。WTO の前身であるＧＡＴＴが出来

１つには、保護主義的政策で、グローバル化を

た時の加盟国は２３カ国しかなく、全会一致でも意

止めるべきだという意見があります。しかし、それに

思決定を行うことが可能でした。しかし、２０１７年に

よって、輸入競合産業の雇用については守られる

は WTO の加盟国は先進国から途上国まで１６４カ

かもしれませんが、消費者の利益は犠牲にされま

国に広がり、米、欧、日本を中心とする先進国と途

すし、輸出産業の雇用も減ります。一国全体として

上国との議論がまとまらず、ＷＴＯにおける新しい

は、保護主義によるマイナスの方が大きいでしょ

ルール作りの交渉が出来なくなってしまっていま

う。

す。
★フラグメンテーション

２つ目に考えられる政策対応としては、適切な所
得再分配政策を行うということです。経済学では、

また、ＩＣＴの発達以前は、企業の各生産工程の

個々の経済活動に歪みを与えない適切な所得再

すり合わせを行うためには、生産を、国内の同一

分配政策は、定額税と一括補助金であることが知

場所で一体的に行う方が効率的でした。それに対

られています。しかし、現実に、これらを導入するこ

して、現在では、ＩＣＴの発達によって、各生産工程

とは難しく、また、政府による失敗の可能性も考慮

の間のすり合わせを、メールや動画、テレビ会議な

に入れておく必要があります。

どで行うことが可能になりました。その結果、企業

３つ目は所得格差を産み出す原因に対応して

は、複数の生産工程を分け、国境を越えて、それ

直接働きかける政策をとることです。例えば、情報

ぞれの最適な立地において生産活動を行うという

通信技術など技術進歩に対応した高度な人を育

フラグメンテーションが進展するようになりました。

成することや、リカレント教育と言われている再教

しかし、国境を越えて生産活動を行うためには、

育制度を整備し、生涯教育の様に学び続ける事を

高い固定費用がかかります。そのため、生産性が

し易くすることが必要です。また、労働市場で摩擦

低い企業は、国内生産にとどまり、グローバル化に

があると格差が広がるので、職業区分を明確にし

伴う限界費用低下の恩恵を享受できないのみなら
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ず、海外の生産性の高い多国籍企業や輸出企業

で、新しい経済状況に対応したルール作りが非常

の国内市場への参入により、国内市場から退出す

に重要です。しかし、米国が離脱し、現在、１２か

ることになります。生産性の低い企業で働いていた

国でのＴＰＰ発効の見通しは立たなくなっていま

労働者が、生産性の高い多国籍企業や輸出企業

す。

に移り、生産性の高い企業の比率が高まることで、

３．日本の進路を考える

産業全体の生産性が上昇し、結果として実質賃金

ＴＰＰを巡り、「第三の開国」論争が繰り広げられ

が上昇します。

ました。第一の開国は幕末の開国 、第二の開国

２１世紀になり、フラグメンテーションが活発化す

は戦後復興期の開国、第三の開国はＴＰＰを軸と

ると、企業内での国境を越える財・サービス・投資

する開国です。今後、日本はグローバル化とどう向

の双方向の取引、いわゆる、２１世紀型貿易が拡

き合うべきかを考えるために、今一度、日本にとっ

大するようになりました。そのため、関税などの国

ての自由貿易の歴史を振り返りたいと思います。

境措置のみが貿易障壁となるのではなく、むしろ、

戦前戦後の国民所得の推移

各国の国内措置が企業のグローバルな活動の障
害となってきました。その結果、２１世紀型貿易に
対応した新しいルールが必要になってきていま
す。
★ＴＰＰ（環太平洋連携協定）とは？
日本は、世界全体と平等に付き合い、特定の地
域とだけ貿易協定を結ぶことについては反対でし
たが、WTO でのルール作りの停滞と２１世紀型貿

大蔵省（１９７８）

易の拡大に伴い、地域貿易協定作りに政策を転

★「開国」に伴う貿易の利益

換しました。ＴＰＰは、世界のＧＤＰの４割、世界貿

１８６８～７５年頃、日本の開国時の輸出入品は輸

易の３分の１をカバーする１２カ国（日・米を含む）

出が、生糸、養蚕，茶などで、輸入は、綿糸、綿布、

の間で、２１世紀型貿易に対応した新しいルール

毛織物などでした。開国前後を比較すると、輸出

が盛り込まれた広域経済連携です。

品を除く財・サービス価格は、平均でマイナス２

ＴＰＰでは、例外なき関税撤廃を目指しつつ、新

９％下落し、賃金は２０％上昇しました。つまり、「開

興国などで影響力の大きい国有企業についての

国」によって、モノの値段が２９％安くなる一方で、

ルールや投資についてのルール、電子商取引に

名目の賃金は２０％上昇したため、どれだけモノが

ついてのルールなど、新しいルールが盛り込まれ

買えるのかという事で評価した賃金（実質賃金）は、

ることになりました。

貿易を行っていない時を１００として、自由貿易の

★ＴＰＰの経済効果

時は、実質賃金＝１２０／７１×１００＝１６９となり、

２０１５年に発表された政府統一試算では、ＴＰＰ

１．６９倍に高まっていることになります。日本は、Ｔ

の経済効果を実質ＧＤＰ１４兆円（＋２．６％）の増

ＰＰ、日欧ＥＰＡ、ＲＣＥＰというＴＴⅠＰ以外の広域

加と試算しています。但し、ＴＰＰにより、生産性の

経済連携協定の全てに参加しており、ＴＰＰのドミノ

高い企業の比率が増えることで産業内の生産性が

効果を発揮させるためにも、まず、日欧ＥＰＡに加

上昇する効果や対内・対外直接投資の増加に伴う

えて、ＴＰＰ１１を目指すべきです。ＴＰＰに取り入れ

技術のスピルオーバーによる生産性の上昇効果な

られた新しいルールが参照値となるよう努め、各広

どは、モデルの中に組み込まれていません。ルー

域経済連携協定の調和を図りながら、日欧ＥＰＡ、

ルの障害を撤廃したときの効果は、関税を除去し

ＴＰＰ１１、ＲＣＥＰの大筋合意を目指すべきでしょう。

た効果よりもはるかに大きいという推計もありますの

また、各国の経済格差を是正するためには、２１世
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紀型貿易に対応した新しいルールを盛り込む形で、

た歴史に培われた英知により、世界に貢献する国

ＷＴＯの再構築に主導的な役割を果たすことが求

になってほしいと思います。

められます。日本は、国を開くことで内を拓いてき

ご清聴どうもありがとうございました。

《Q&A》
Q1: 私達の格差の関心はやはり、雇用・失業問題です。ハイテク産業や熟練の労働市場産業が出てくる
と、賃金が上がるという話は分かるが、ハイテク産業は必ずしも多くないのではないか。
Ａ１： 正規・非正規の問題については、確かに、グローバル化企業の方が非正規の労働者を雇っていると
いう実証研究もあります。日本の場合は、機械に置き換えていく事で資本分配率を上げているところが
あって、その意味では、機械との競争という面もあります。しかし、私は労働市場をある程度柔軟にして
いかないと、逆に、非正規のところにしわ寄せがいくと考えています。非正規の問題で一番大きいのは、
非正規の人たちが脆弱なところに置かれて、そこから動かないという事だと考えています。今後は、労
働市場を柔軟にし、労働者の意思により、働き方を変えることが可能になるようにする一方で、労働者
自身も、絶えず、機械にできない事を探しながら、スキルアップすることが大切だと思います。
Ｑ２: 日本の「ジニ係数」の推移の図中では、０．３８ですが、その後の国際比較になると、０．２８位に下がる
のですが、同じ２００９年あたりの数値なのに、なぜ大きく違うのか。
Ａ２: 先ほどのデータについては、両方とも厚生労働省の資料です。ただし、国際比較を行うときに、国に
よって元になるデータの集計方法が違いますので、それを調整するなかで恐らく、OECD で推計等が
行われたことなどが原因したのかもしれません。それで参考とさせて頂いた訳です。
Ｑ３: 我々日本が今後進むべき方向については、世界のルール作り以外にない、という事ですが、具体的
にどういうことをしていけば良いのか。
Ａ３: どういうルール作りが必要なのかということについては、むしろ民間の人達の知恵を借りるべきだと思
っています。役所の一部の政策担当者だけが知恵を出すのではなく、民間ベースで、そこから吸い上
げた知恵を活かすことで、国際的に貢献できるようになるのではないかと思います。
Ｑ４: 世界の貧乏人口の半分の総財産が、世界の金持ちの上から 8 人の財産に匹敵するという記事が新
聞に載っていたが本当なのか。もしそうなら、1 人当たりいくら位なのか。
Ａ４: ご指摘の具体的な数字は覚えていませんが、日本の場合、全世帯の中央値の半分未満という相対
的貧困は、大体年に１２０万円位、月１０万円位以下です。それに対して、絶対的貧困は、人が生きて
いく上で最低でどれ位が必要であるかという基準です。昔は 1 日に１ドル、今は１．９０ドルです。少し
前は、１０億人位が、絶対的貧困に陥っていました。ＴＰＰを始めとする広域経済連携協定に入ってい
る国は比較的豊かな国ばかりなのです。２１世紀型貿易に対応した新しいルールが適用される地域が
先進国を中心とする比較的豊かな国ばかりになると、豊かな国はより豊かになり、そうでない国が置き
去りにされ、国際的な格差が広がる可能性があります。そのため、WTO を再構築して、貧しい国に対
して門戸を開く形で自由化を進めて行く事が大事であると私は思います。
（市川）
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